
時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード

11:00 長友 武司 千葉OLK レンタル 11:00 八木 千尋 東京農工大学3年 180887

11:01 今泉 正喜 ときわ走林会 500907 11:01 櫻井 彩菜 相模女子大学4年 205196

11:02 川田 将太 WS会 220712 11:02 小竹 佳穂 筑波大学2年 220405

11:03 小山 智子 千葉大学4年 220279

11:04 菅原 衣織 東京農工大学2年 180886

11:05 三浦 やよい 相模女子大学4年 205206

時刻 氏名 所属 Eカード 11:06 稲垣 秀奈美 千葉大学3年 220278

11:05 大東 祐汰 東京大学4年 208436 11:07 石坪 夕奈 東京農工大学2年 180830

11:06 瀬川 桃加 東京工業大学3年 501021 11:08 山岸 夏希 筑波大学3年 400252

11:07 上村 太城 慶應義塾大学2年 502751

11:08 粂 潤哉 東京大学4年 208314

11:09 三瀬 遼太郎 早稲田大学2年 502198

11:10 藤本 翔太 東京工業大学3年 501744

11:11 山田 翔太 千葉大学4年 220386

11:12 河野 大和 東京大学4年 208545

11:13 川名 俊介 東京農工大学2年 183115

11:14 坂野 翔哉 東京理科大学4年 222759

11:15 斉田 圭吾 東京大学4年 208536

11:16 島田 雄史 東京工業大学3年 501782

11:17 田中 創士 横浜国立大学4年 222010

11:18 田中 翔大 東京大学4年 208495

11:19 大橋 遼 早稲田大学2年 222750

11:20 増田 健也 東京大学4年 208552

11:21 大田 将司 一橋大学3年 221607

11:22 谷口 文弥 東京大学3年 221760

11:23 長井 健太 東京農工大学2年 114991

11:24 楠 健志 筑波大学3年 500443

11:25 新田見 優輝 東京大学3年 502039

11:26 朝倉 紗斗至 電気通信大学2年 レンタル

11:27 平山 遼太 東京大学4年 208281

11:28 岡田 怜真 東京工業大学2年 501783

11:29 松尾 怜治 東京大学4年 208555

11:30 有賀 裕亮 早稲田大学4年 222751

11:31 大倉 崚吾 東京工業大学2年 501784

11:32 竹内 元哉 東京大学4年 208156

11:33 中野 航友 千葉大学4年 220280

レーン1 レーン2
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11:34 神野 直紀 東京工業大学3年 501781

11:35 岡本 洸彰 東京大学3年 221644

11:36 和田 康次郎 慶應義塾大学4年 221790

11:37 田口 滉一 東京工業大学2年 501846

11:38 西下 遼介 慶應義塾大学2年 195993

11:39 瀧澤 修人 一橋大学4年 231450

11:40 三上 拓真 東京大学3年 221822

時刻 氏名 所属 Eカード 時刻 氏名 所属 Eカード

11:45 櫻木 嵩斗 東京工業大学1年 233379 11:45 岩橋 千穂 電気通信大学1年 レンタル

11:46 小山 正伍 筑波大学1年 210106 11:46 林 利奈 東洋大学1年 231461

11:47 菅沼 友仁 茨城大学1年 レンタル 11:47 野中 麻佑子 聖心女子大学1年 236154

11:48 本田 一成 千葉大学1年 228340 11:48 清野 幸 横浜国立大学1年 196344

11:49 豊澤 義文 東京工業大学1年 220281 11:49 長友 清楓 実践女子大学1年 239111

11:50 日比 浩喜 東京大学1年 236049 11:50 佐藤 珠穂 法政大学1年 236054

11:51 志村 勇一 電気通信大学1年 レンタル 11:51 佐久間 若菜 筑波大学1年 210116

11:52 水流 尚樹 千葉大学1年 228231 11:52 香取 瑞穂 立教大学1年 236152

11:53 天木 祐希 東京工業大学1年 233272 11:53 稲邊 穂乃香 東京農工大学1年 180569

11:54 鶴原 啓 東京大学1年 236024 11:54 藤平 歩 実践女子大学1年 236053

11:55 大石 征裕 東京農工大学1年 180792 11:55 ☆三木 智海 千葉大学1年 228338

11:56 中村 僚宏 東京大学1年 236047 11:56 長谷川 莉子 実践女子大学1年 231460

11:57 小寺 義伸 東京工業大学1年 233271 11:57 西川 智美 茨城大学1年 レンタル

11:58 大鶴 啓介 東京大学1年 236021 11:58 ☆畠山 和 横浜国立大学1年 196641

11:59 村山 泰眸 千葉大学1年 228337 11:59 世良 史佳 立教大学1年 236153

12:00 浅井 寛之 東京大学1年 236019 12:00 小倉 舞子 実践女子大学1年 231454

12:01 石山 雄太 武蔵大学1年 236161 12:01 ☆宮本 和奏 筑波大学1年 550346

12:02 島津 仁 東京工業大学1年 501848

12:03 田中 椋 電気通信大学1年 レンタル

12:04 松本 明訓 東京大学1年 231443

12:05 松本 光博 東京工業大学1年 501847

12:06 池田 直樹 東京大学1年 236020

12:07 豊田 健登 茨城大学1年 レンタル

12:08 根本 夏林 東京大学1年 236048

12:09 高橋 洸太 東京工業大学1年 220289

12:10 柿沼 晴喜 筑波大学1年 220402

12:11 野沢 星雅 茨城大学1年 レンタル
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12:12 岩佐 一大 千葉大学1年 228336

12:13 樫森 康晴 東京工業大学1年 233378

12:14 磯邉 岳晃 千葉大学1年 210635

12:15 山本 遼 電気通信大学1年 レンタル

12:16 山本 寛人 慶應義塾大学1年 196342

12:17 屋口 正鷹 早稲田大学1年 502597

12:18 森田 翔央 茨城大学1年 レンタル

12:19 高橋 英人 一橋大学1年 183070

12:20 山本 洵哉 東京工業大学1年 233377

12:21 谷野 文史 筑波大学1年 220403

12:22 ☆櫻井 一樹 東京工業大学1年 501850

12:23 高柳 知朗 筑波大学1年 220404

12:24 鈴木 京佑 横浜市立大学1年 196659

12:25 浴 歩輝 東京工業大学1年 220216

12:26 ☆得能 渉 千葉大学1年 220277

12:27 佐々木 啓彦 筑波大学1年 210115

12:28 加賀美 将 茨城大学1年 レンタル

12:29 齋藤 光宏 横浜市立大学1年 196660

12:30 ☆古殿 直也 東京工業大学1年 233270

12:31 小池 剛大 東京農工大学1年 180786

12:32 河村 優周 電気通信大学1年 レンタル

12:33 柏谷 翔大 茨城大学1年 レンタル

12:34 ☆森川 周 東京大学1年 196644

12:35 宮嶋 哲矢 千葉大学1年 210571

12:36 小田桐 正樹 茨城大学1年 レンタル

12:37 生田 崚 関東学院大学1年 196661

12:38 ☆椎名 晃丈 東京大学1年 236023

12:39 今井 健太郎 電気通信大学1年 レンタル

12:40 到津 春樹 茨城大学1年 レンタル

12:41 板橋 侑樹 東京農工大学1年 180570

12:42 ☆大石 洋輔 早稲田大学1年 183067






